M I T A K A

第39号

C O L L A B O R A T I O N

C E N T E R

N E W S L E T T E R

三鷹市市民協働センター
平成19年

12 月
2007年12月号

（第39号）

三鷹市市

ち
の協働によるま
援し、民学産公
応
を
動
活
民
は市
民協働センター

る施設です。
づくりを推進す

平成19年12月29日（土）から

年末
平成19年1月３日（木）まで
年始 お休みさせていただきます。

The 6th Non-profit forum was held.

主催：第６回みたか市民活動・NPOフォーラム実行委員会、三鷹市

市民活動の祭典
第６回 みたか市民活動・NPOフォーラムを開催しました。
←参加団体の名前が書かれた着物生地を縫い
合わせ、ひとつの大きな旗にしました。

活動発表

パネル展示

パネルによる活動
紹介は48の団体が
参加しました。→

50団体が出展、約500人が参加しました。
実行委員会

↑３分間スピーチで活動を紹介しました。

←市民活動団体と三鷹市が実行委
員会をつくり、企画から会場設営まで
一緒に行いました。

お

おでんや餃子、焼きそば
コーヒー、フィリピン料理
などを販売、大好評で
した。→

←演劇ワークショップ
や絵本の読み聞か
せなど様々なたのし
いイベントが行われま
した。
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店
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Introduction of Collaborator who is support civil activities.

す
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【三鷹市市民活動協力者登録制度】

い

隊 のご紹介

「助っ人隊」の一覧（１８人）は協働センターホームページでご覧になれます。

ハーモニカが吹けます

時間が空いたとき
に手伝えるよ

英語を和訳
します

特技や想いを市民活動に

NPOの会計相談

アイディア道具
つくります

「助っ人」は市民活動のパートナー

パソコンを教えて
あげます

行政書士の資格を
活かしたい

手助けを必要としている市民活動団体や協働センターの事業に
協力をお願いする制度です

助っ人が三鷹を盛り上げる！

いろいろな場所や団体で
ご活躍いただいています。
市役所横の

こんなことやってます！

市民活動団体の皆様へ

f
a
C
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他にも、市民活動・ＮＰＯフォーラムの準備作業や受
付をしていただきました。また、チャリティバレエコン
サートのお手伝いもしていただく予定があります。

↓é

「み たかボ ランテ ィアセ ンター」と「三鷹 市ボラ ン
ティア連絡協議会」が運営している、新しい市民交流ス
ペース「C-Café」の会計手続き、決算などは助っ人の櫻
井さんがサポートしてくださっています。
ボランティアセンターの吉原所長さん談「大変助かっ
ています。人柄もすばらしいですし、安心してお願いし
ています。」

助かっています！
助っ人のみなさま、
ご協力ありがとうご
ざいます。

助っ人

「ＮＰＯの会計をお願いしたい」、「イベントで人手
が足りない」、「筆耕をお願いしたい」、「専門的な
事を聞きたい」などさまざまなご要望についてご相談
下さい。
※相談内容によっては実費相当分をご負担いただく場合もござ
いますので、あらかじめご了承ください。

２

募集中

ご自分の特技を活かしていきいき
と活動してみませんか？市民活動
をサポートできる方を募集中。
※詳細は協働センターまでご相談
ください。

協働の
カタチ
特 集

Introduction of our collaborated works .

協働センターの協働事業を紹介します。

We held the briefing meeting with Non-profits and city officials.

出前説明会を開催しました
＊出前説明会とは、市の職員が訪問し市の施策などを説明
する取り組みのこと。

三鷹市子育て支援室、子ども家庭支援セン
ターの職員より、次世代育成支援行動計画に
ついて説明されました。

11月８日（木） 参加者はおやこひろば実施協議会（子育て支
援のNPO12団体）。
説明会の後、参加のNPO団体の活動や課題について話し合
われ、今度市との連携が図られることになりました。

★出前説明会の、サポートします。
市の取り組みにつ
いて知りたい

三鷹市

三鷹市市民協働センター
市の施設など

①依頼
②コーディネート
市民・市民活動団体

③

③

【出前説明会】

＊出前説明会のコー
ディネート、会場の提
供を行います。

We held the workshop about making walk route by the citizens.

■10月29日、11月５日、12日、19日 各月曜日開催
■参加者10人
完成までの流れ

審査
↓
プロのデザイナーにより原案作成
↓
「みたか観光協会」を通じて市内各所へ配布

←散策コース
を地図に書き
込む

↓参加者の皆さん

みたか散策コースづくりを開催しました
市民がすすめる『みたか散策コースづくり』を開催。３グループに分
かれまちを歩き、完成した散策コースの発表を行いました。どの
コースも市民だからこそ知る見どころが盛り込まれ、「ゆっくりコース
楽しいおいしい再発見！夕日を見よう」、「みたか江戸発見！の
旅」、「はじめての三鷹コース」の３つ全てが入賞しました。 完成は
来年２月を予定。
■お問合せ：みたか都市観光協会 0422-49-3111（担当田口）

◆参加者の声◆
・三鷹のすばらしさと自分自身の再発見ができた有意義な４
日間でした。
・今まで出会った事のない三鷹の歴史にも出会い、皆さんと
一緒に歩いて見て、調べたりして一つの散策コースを我々
の手で作れたことに大変満足しています。
・三鷹の風景がこれまでとまるで違う奥行きと意味づけて見え
てきて、心象に刻まれる想いがしました。
・50年住んでいる三鷹市民として初めて市民参加事業に参
加できました。など

☆そのほか、市民協働センターはボランティアセンターのおまつり（ボラセンまつり）、SOHOフェスタに出展しました☆
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Dec.

展示案内

12月

Exhibitions.

馬場忠仙さんの

「切手の貼絵展」

＊市民活動団体等が協働センターで行うイベント情報
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８日（土） 午後２時〜４時 （参加費：500円）毎月:開催
コミュニケーションに大切な“好感度”について考えます。
◇主催・講師: ジョイフル・コーチング・クラブ 代表立石功氏
◇申し込み: 不要（直接会場へ）
◇問合せ:Ｅメール joyfull.coaching.club@mbr.nifty.com

12

月〜

◆コーチングミニミニ講座「コーチングで好感度アップ！２」

07
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ンター
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・
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（財）日本郵趣協会（ＪＰＳ）三鷹支部（当
センター登録団体）会員の、馬場忠仙さ
んによる切手の貼絵展を開催します！

◆和の会「小さなクリスマス会」参加費無料
Picture book Exhibition.

９日（日）午後２時〜５時
ゆっくりしたペースで進む集いです。
◇主催: 和の会
◇申し込み・お問合せ: 0422-34-1774
Ｅメール：nm8008@nifty.com（中島）

お知らせ

トコトン！神沢利子展
〜いのちの水があふれだす〜

★展覧会のお知らせ★ 2006年度から開始した三鷹市の施策、絵本の
あるまちづくり「みたか・子どもと絵本プロジェクト」
■日時：12月８日（土）
の一環としてはじまった「神沢利子展プロジェク
-１月13日（日）
ト」。 100人を越える市民実行委員と三鷹市
■場所：
が協働して展示やイベントを開催中！
三鷹市美術ギャラリー

◆「ティピー」を作ってインディアンであそぼう！
16日（日） 正午〜午後３時 （参加費：500円）
インディアンの家をつくります。お弁当ご持参下さい。
◇主催: NPO法人 子ども生活・ゆめこうば
◇申し込み・お問合せ: 事務局 電話/FAX0422-34-0040
Ｅメール yumekouba@wine.ocn.ne.jp

■入場料：一般500円
学生300円 18歳以
下65歳以上無料

Interim report on Town Planning Discussion.

＊ お 問 合 せ：三 鷹 市 コ
ミュニティ文化室 絵本
館 担 当 へ 0422-451151（内線2511）

開催報告

まちづくりディスカッション
中間報告会を開催しました。

↑実行委員の皆さんと、絵本の世界のジオラマ。
Information about Public Comment.

基本計画改定に向けた「まちづくり
ディスカッション」の中間報告会を
11月15日（木）開催しました。（参
加者10人）中間報告会では、以
下の３つの報告がありました。

①実行委員会は完成させた報
告書を市長へ提出します。
②市では完成した報告書を今
後のまちづくりの参考にしてい
きます。
③ご意見はすべて基本計画改
定のための市民意見としてそ
の対応について検討し、結果
を公表していきます。

講座報告

パブコメ

三鷹市では重要な政策を策定するときに原案を公表
し、市民の皆様からご意見をいただいています。これまで
いただいたご意見と結果は下記でご覧いただけます。

■三鷹市ホームページ〈三鷹市トップ（http://www.city.mitaka.
tokyo.jp）→パブリックコメント〉
■協働センター内、『パブリックコメントコーナー』にて
Editor’s note.

→三鷹市のホームページをご覧下さい。（トッ
プ > 総合サービス案内 > ふれあう（情報
参加 交流） > 基本計画改定に向けたまち
づくりディスカッション）
お問合せは三鷹市役所 企画経営室へ
0422-45-1151（内線2150）

編集後記：10月号に掲載した中高生によるﾄﾝﾄﾝｷﾞｺｷﾞｺ図工の時間上映会が10
月28日に行われました。参加者数は予想以上の98人。何日もかけて練習を重ね、参
加者に「遊び」の大切さを伝えたいという強い思いが詰まった会でした。ドキュメンタリー
では受験などによって子供たちから遊びの時間が奪われている現状と、図工の時間を
通して夢中で自分の世界を表現する姿が描かれています。パネルディスカッションでは
中高生自らの経験も語られました。思いを込めて作ったものを先生から否定され、キッ
トを使った見栄えのよい作品がほめられ悲しい思いをしたこと、高校生になって自分の
時間が奪われていく不安や苦しさを語ってくれました。もし今私の時間を全て将来のた
めに使いなさいと言われたらどうだろうかと考えると窒息しそうになります。そういう世界
に生きる中高生が主催したこの会から、私は遊びの大切さと現状の厳しさを学ばせても
らいました。改めてこの会を主催した中高生に感謝します。（ま）

Coaching seminar was held.

コーチング講座

『コミュニケーション力を高めよう！市民活動の仲間づくり』
■１１月８日・１５日・２２日
各木曜日（３回連続講座）
■すぐに使えるコーチングスキ
ルを体験しながら、関係性をより
豊かにつなげていく、お互いを認
め合える会話術を学びました。
■主催・講師：コミュニケーショ
ン・ファーム コーチ
高野まゆみさん

★パブリックコメント情報★

◇参加者の声◇
「ひとつひとつ実際にやり取りをして
みることで気付くことが多くありまし
た。」
「相手との対話のなかからやりたい
ことを引き出すには興味を持って
聞くことと質問をすることだと教わり
ました。」など

■町会自治会へ ニュースレターを配布させていただきます
協働センターニュースレターは町会自治会など地域自治組織に無料で配布さ
せていただいております。組織単位でご連絡いただければお届けさせていただき
ます。町会自治会の皆様、ぜひご検討下さい。
発行日：平成１9年12月１日
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